
飲み物の糖分 角砂糖1個＝3.5ｇ

2020年 12月 現在左：エネルギー 右：糖質の量

加えた糖類 素材の糖類

※ 栄養成分表示は1本あたり

225 kcal 56.5 g 210 kcal 55.0 g 200 kcal 50.0 g 294 kcal 73.5 g 225 kcal 55.0 g

125 kcal 31.0 g 92 kcal 23.0 g 55 kcal 13.5 g 185 kcal 38.5 g 80 kcal 20.0 g

170 kcal 42.0 g 130 kcal 32.9 g 108 kcal 26.4 g 105 kcal 26.6 g 70 kcal 21.0 g

233 kcal 42.8 g 166 kcal 19.4 g 79 kcal 9.4 g 63 kcal 12.2 g 35 kcal 5.6 g

136 kcal 25.0 g 76 kcal 13.9 g 50 kcal 7.8 g 62 kcal 14.4 g 43 kcal 9.5 g

114 kcal 26.6 g 74 kcal 18.5 g 6 kcal 1.5 g 180 kcal 45.0 g 51 kcal 12.6 g

88 kcal 21.7 g 66 kcal 15.4 g 68 kcal 13.7 g 142 kcal 32.5 g 134 kcal 20.3 g

低
カロリー

低
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低
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低
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甘さ
控えめ

500 mL 500 mL 500 mL 490 mL 500 mL

500 mL 500 mL 500 mL 500 mL 500 mL

500 mL 540 mL 600 mL 555 mL 500 mL

500 mL 240 mL 240 mL 185 mL 185 mL

200 mL 112 mL 112 mL 80 mL 80 mL

190 mL 100 mL 100 mL 180 mL 130 mL

果汁40%

野菜汁60%
果汁100% 野菜汁100% 果汁49%

野菜汁50%

200 mL 200 mL 200 mL 330 mL 200 mL



0 kcal 飲料 無糖炭酸水

●血糖に影響する 甘味料

砂糖（ｼｮ糖） ﾌﾞﾄﾞｳ糖 果糖 蜂蜜 水あめ

果汁 果糖ブドウ糖液糖 ブドウ糖果糖液糖

●血糖に多少影響する 甘味料

マルチトール パラチノース トレハロース
キシリトール ソルビトール

還元水飴 オリゴ糖

●血糖にあまり影響しない 甘味料

エリスリトール ステビア サッカリン

スクラロース アセスルファムK
アスパルテーム

「栄養成分表示」 を見て 原材料・栄養成分 を確認しましょう

原材料名

果糖ぶどう糖液糖、砂糖、蜂蜜、果汁、

塩化Na 、ビタミC 、香料、クエン酸、

甘味料（ｽｸﾗﾛｰｽ、ｱｾｽﾙﾌｧﾑ K）

栄養成分表示 （１００mL当たり）

エネルギー 34 kcal

たんぱく質 0.6 g 脂質 1.6 g

炭水化物4.3g ナトリウム 13 mg

「強調表示」 に注意しましょう

ノン ○○

無 ○○

○○ ゼロ

○○ フリー

飲料 100mL 当たり

・ エネルギー 5 kcal

・ 糖 類 0.5 g

未満の場合、表示ができます

砂糖 不使用

砂糖を 食品の加工時に

使用していなければ

表示ができます

低 ○○

○○ 控えめ

○○ オフ

○○ ライト

飲料 100mL 当たり

・ エネルギー 20 kcal
・ 糖 類 2.5 g

未満の場合、表示ができます

糖類 ゼロ

糖類（ブドウ糖、果糖、砂糖 等）

が含まれていなければ

表示ができます

原材料には
何が使われている？

炭水化物（糖質）
量は、どの位？

「0 kcal 飲料」 について

栄養成分表示 例

100mL 当たり？

1本 当たり？

0kcal飲料 は 「血糖にあまり影響しない甘味料」 を使用しているので、エネルギーが少なく血糖をあまり

上げません。しかし、0kcal飲料 は甘味が強いので 甘さに慣れないよう摂りすぎには注意が必要です。

0kcal飲料だけでなく、無糖炭酸水を利用するのも良いでしょう。

血糖を一番上げるのは炭水化物（糖質） です！

原材料は、

多い順に表示


